
日付 種目

中村　友紀(3) 11.13 大川　恋次(3) 11.39 田中　陽登(3) 11.40 古永　健志(2) 11.62 中村　珀琉(3) 11.63 伊藤　大智(3) 11.72 國重　実来(2) 11.81 磯村　奏太(3) 11.98

萩西中 島田中 平生中 長府中 川下中 周陽中 東岐波中 岐陽中

長網　優茉(1) 12.12 福永　叶人(1) 12.34 杉原　颯馬(1) 12.42 川上　紫苑(1) 12.46 早乗　煌央(1) 12.52 池田　祐樹(1) 12.53 松岡　七舜(1) 12.57 伊藤　百晴(1) 12.72

勝山中 太華中 島田中 華陽中 深川中 彦島中 桑山中 佐波中

中村　遥斗(3) 23.00 鬼木　楓奏(3) 23.50 鍋山　掌哉(2) 23.54 伊東　優真(3) 24.15 山本　海斗(3) 24.26 山本　春貴(3) 24.37 伊藤　大悟(3) 24.37 渡邉　琉衣(3) 24.58

福栄小中 小郡中 大嶺中 鴻南中 福川中 島田中 山の田中 高川学園中

淺田　寛武(2) 52.52 藤屋　牙久(3) 54.09 門田　慎平(3) 54.44 岡嶋　帆(3) 54.49 西口　恵(3) 55.28 上田　聡史(3) 55.57 福永　一仁(3) 55.83 三河　宥知(2) 56.41

福川中 下関菊川中 光井中 長府中 鴻南中 島田中 萩西中 末武中

松井　維吹(3) 2:00.53 上川　悠太(3) 2:02.24 中村　真熙(3) 2:05.84 柳本　直樹(3) 2:09.24 石田　寛人(3) 2:09.64 森本　龍弥(3) 2:09.88 河村　碧生斗(3) 2:13.49 中村　真生(3) 2:18.71

桜田中 周陽中 萩東中 柳井中 鴻南中 東部中 太華中 高川学園中

沼田　晃(3) 4:11.93 乙丸　櫂成(3) 4:16.45 縄田　貴大(3) 4:18.45 国本　一(3) 4:20.04 石田　拳梧(3) 4:21.00 小原　颯斗(3) 4:25.90 赤瀬　志優(3) 4:27.33 上領　啓太(2) 4:28.10

高千帆中 萩西中 周陽中 小郡中 国府中 川下中 小野田中 岐陽中

佐山　青(1) 4:32.79 木村　啓運(1) 4:37.97 清本　快(1) 4:38.91 竹下　維杜(1) 4:40.21 平尾洸太郞(1) 4:42.11 国本　力(1) 4:43.34 美濃　直弥(1) 4:43.68 神吉　テオ(1) 4:46.76

富田中 萩西中 向洋中 垢田中 国府中 小郡中 桑山中 島田中

富岡　一聖(3) 8:55.53 水津　勇人(3) 8:59.14 村田　逸樹(3) 9:02.67 上田　悠晴(3) 9:08.99 藤田　陸登(3) 9:12.16 神吉　モル(3) 9:21.57 澤江　伊吹(3) 9:28.21 楢林　暖大(3) 9:32.01

右田中 桜田中 浅江中 太華中 川中中 島田中 高川学園中 萩東中

小野　友暉(3) 15.79 冨永諒太朗(3) 16.12 石田　大空(3) 16.36 栗本　響(3) 16.63 大下　珀橙　(3) 16.95 久樂　太陽(2) 17.25 中村　凌駕(3) 17.40 清水　智崇(2) 17.57

萩西中 向洋中 田布施中 島田中 下関菊川中 浅江中 桜田中 岐陽中

萩西中 44.31 向洋中 45.58 岐陽中 45.73 周陽中 45.74 光井中 46.25 島田中 46.26 福川中 46.47 彦島中 47.01

福永　一仁(3) GR 山本　晶大(3) 磯村　奏太(3) 重岡　晟柊(3) 梅本　慶太(3) 栗本　響(3) 松岡　怜勇(3) 峠坂　佑(3)

中村　友紀(3) 河野　倭士(3) 青木　悠翔(3) 伊藤　大智(3) 門田　慎平(3) 末廣　和也(3) 中道　洋佑(3) 宇都宮　璃来(3)

藤﨑　優太(3) 峰藤　暖都(3) 小嶋　良治(3) 吉本　武生(3) 小田　航也(3) 上田　聡史(3) 山本　海斗(3) 川本　琉雅(3)

石津　星稀(3) 板垣　光輝(3) 姫田　玲央(3) 上川　悠太(3) 浅田　夏輝(3) 山本　春貴(3) 淺田　寛武(2) 持永　慈瑛(3)

高橋　永進(3) 1m78 西村　悠希(2) 1m75 森田　陽琉(3) 1m70 椿　直剛(3) 1m65 上田　大陸(3) 1m65 桑原　寧明(3) 1m65

川中中 高川学園中 野田学園 桑山中 萩東中 国府中

渡邊　維央(3) 1m65 板垣　光輝(3) 1m65

萩西中 向洋中

浜岡　昌平(3) 3m00 繁田　倖汰(3) 2m00

周防大島中 萩西中

宇都宮　璃来(3) 6m17(-1.8) 藤﨑　優太(3) 6m05(+0.2) 国弘　拓巳(3) 5m79(+1.3) 井上　樹一(3) 5m69(+0.4) 松窪　結斗(3) 5m66(-0.2) 坂田　優音(3) 5m65(+0.7) 青木　悠翔(3) 5m54(+0.6) 成田　周哉(3) 5m48(+0.3)

彦島中 萩西中 島田中 下関菊川中 富田中 西岐波中 岐陽中 光井中

河野　倭士(3) 12m85(+0.5) 市山　優翔(3) 11m12(-0.9) 中村京志郎(3) 11m03(+0.9) 上野　賢亮(2) 10m72(+0.3) 坪井　陽大(3) 10m60(-0.6) 山本　一輝(3) 10m57(-0.3) 中村　知駿(2) 10m32(+0.3) 真板　勝吾(3) 10m26(-0.7)

向洋中 光井中 高川学園中 西岐波中 勝山中 周陽中 萩東中 萩西中

土居慶士郎(3) 12m30 石川　育羽(2) 10m66 甲田　悠稀(2) 10m35 中原悠一郎(2) 10m32 福江　秀人(2) 10m31 長谷川義将(3) 9m56 西村　俊哉(3) 9m34 柏木　悠真(3) 9m29

西岐波中 島田中 晃英館中 桑山中 大内中 下関中等教育 厚南中 田布施中

淺井　晴充(3) 2041点 番場　翔大(3) 1798点 柳瀬　伸(3) 1694点 八尾　亨(3) 1441点 河本　文太(3) 1385点 河本　煌志(2) 1304点 石井　慧(2) 1284点 福光　秀隆(3) 1250点

萩西中 周陽中 玄洋中 向洋中 富田中 末武中 右田中 田布施中

対抗得点 男子総合 萩西中 71.5点 島田中 44点 向洋中 36.5点 周陽中 31点 桜田中 18点 光井中 18点 西岐波中 17点 富田中 17点

凡例  GR:大会記録

大会新 共通男子4X100mR予選 萩西中 (福永・中村・藤﨑・石津) 44.29

4位 5位 6位 7位

決　勝　記　録　一　覧　男子

8位

10月10日
共通男子100m

風：0.0

10月10日
1年男子100m

風：+0.2

10月10日
共通男子200m

風：+0.5

1位 2位 3位

10月10日 共通男子400m

10月10日 共通男子800m

10月10日 共通男子1500m

10月10日 共通男子4X100mR

10月9日 共通男子走高跳

10月10日 1年男子1500m

10月10日 共通男子3000m

10月10日
共通男子110mH

風：-0.1

10月10日 共通男子棒高跳

10月9日 共通男子走幅跳

10月9日 共通男子三段跳

10月10日 共通男子砲丸投

16.21(+0.2)-9m75-1m50-58.32

10月9日 共通男子四種競技

18.75(+0.2)-9m30-1m58-58.93 19.57(-0.2)-9m47-1m45-57.46 19.97(-0.2)-9m23-1m40-1:02.49 21.23(-0.2)-8m37-1m40-59.78 19.11(-0.2)-5m86-1m45-1:03.98 22.58(+0.2)-7m55-1m64-1:04.46 19.95(-0.2)-7m00-1m35-1:03.34
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